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ふれあいネットワーク

社協あやせは、会費及び共同募金配分金をもとに発行しています。

９月１日 ( 土 )、西日本豪雨災害で被災した岡山
県倉敷市内で綾瀬市民がボランティア支援を行い
ました。この事業は、３日間の日程で市内に営業所
のある相鉄バス（株）様の全面協力・バスの無償運
行により実現し、参加者は市内在住在勤の15名の
方とスタッフ４名。相鉄バス綾瀬営業所の山田所長
さんもボランティアとして加わりました。
被災地の様子や作業現場の撮影は固く禁じられ
ているため、街の様子などを写真で伝えることはで
きませんが、決壊した小田川付近は、家は建ってい
るものの住める状態ではなく、街全体が音のない異
常な静けさだったのが、赴いた直後の印象でした。
支援先が決まる倉敷市災害ボランティアセン
ターには、500人は超える多くのボランティアが
駆け付けていました。「これでも、いつもの土曜日
の半分くらいの人数で今日は落ち着いた雰囲気で
す」と倉敷市社
協の方。「ふと
本会での想像場
面」が、よぎり
ました。倉敷に
は、あの人数を
マッチングさせ
るため全国各地

の社協職員やNPOの方が派遣され精力的に活動を
されていましたが、相当の労力と多くの支援が必要
であると感じさせられました。
支援当日の9月1日はあいにくの雨。ボランティ
ア活動そのものが危ぶまれましたが、雨も小降りに
なったため、２班に分かれ活動を開始しました。
１班は壁剥がし、２班は床剥がしと泥かきを行い
ました。作業は炎天下ではありませんが、湿度が高
く、こまめな水分補給が必要な中、皆さんの頑張り
で夕刻近くに一日を終えました。依頼主さんも「想
定以上の進み具合で
本当に助かりました。
わざわざ神奈川か
らありがとうござい
ました。必ずこの家
を再生して見せます」
と力強い、また、励みのお言葉もいただきました。
実際に足を運ばなければ見えない現実も体験も
ありました。災害運営に役立つ活動になりました。

相鉄バス綾瀬営業所 山田所長のメッセージ

相鉄バスは、相鉄線沿線を中心に路線バスを運
行させていただいており、地域の皆様には大変お世
話になっております。弊社では「輸送安全方針」を
掲げておりますが、その中の一つに「私たちは、輸
送の安全を通じて社会に貢献します。」というものが
あります。
この度の災害に対して、ボランティアの方々の被
災地への交通手段としてバスをご提供させていただ
くことにより、社会に貢献できるのではないかと考
え、ご協力させていただきました。相鉄バスも地域
の皆様と一緒に「ともに支えあう　まちづくりを」目
指します。

相鉄バス（株）綾瀬営業所　所長　山田　勝信
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作業後の一コマ　左の青いヘルメットが山田所長

倉敷市災害ボランティアセンターの様子
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平成 29 年度　社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会事業報告
　社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会の基本理念としての「ともに支えあうまちづくりを」実現のため、平成29年
度に実施した主な事業は次のとおりです。

Ⅰ 社会福祉事業

1 法人運営事業

（1）法人運営管理
ア 三役会（年4回開催）
イ 理事会（年4回開催）
ウ 評議員会（年3回開催）
エ 監事会（年2回開催）
オ 評議員選任・解任委員会（年1回開催）
カ 特別賛助会員の増強
　・金額1,137,235円
　・件数153件
キ 事務局通信の発行（年4回発行）

（2）職員管理

2 調査・研究事業

（1）計画推進委員会（年4回開催）
（2）苦情解決委員会
（3）福祉人材確保事業

ア 福祉の仕事知ってもらおうプロジェクト
　・隔月第1月曜日プロジェクト会議
　・高校生向け講座延べ参加者：445 名
イ あやせTomorrowプロジェクト
　・「青空ミーティング」
　・「夜回りランニング&ウォーキング」

3 広報・啓発事業

（1）広報紙等発行事業（年4回発行）
（2）ホームページ公開事業（http://ayase-shakyo.or.jp/）
（3）福祉ふれあいまつり
　・開催日　平成29年10月29日
　・来場者数　約1,000名
　・参加協力団体数　64団体
　・参加協力企業数　1社

4 地域福祉推進事業

（1）社会福祉大会（社会福祉表彰式）
　・開催日　平成29年9月24日
　・参加者数　140名
　・被表彰（表彰12件　感謝7件　寄付感謝7件）
　・地区社協活動実践発表大会
　　（発表地区：綾西地区、中村地区）
（2）福祉レクリエーション大会
　・開催日　平成29年11月11日
　・参加者数　113名
　・学生、ボランティア等　97名
（3）地区社協推進事業

ア 設置地区助成金
　・助成数　14地区
　・助成額　20万円/1地区
イ ふれあいいきいきサロン事業
　・助成数　14地区
　・助成額　2万円/1地区
ウ 地区ボランティアセンター設置事業
　・助成数　3地区
　・助成額　5万円/1地区
エ 地区社協強化推進事業交流事業
　・助成数　12地区
　・助成額　10万円/1地区
オ 地区社会福祉協議会連絡協議会（地区社協連協）
　・定期総会　平成29年6月9日
　・定例会（年4回開催）
　・研修会　平成29年11月6日~7日
　・地区社協功労者表彰式　平成29年12月8日
　・被表彰者　15名
カ 地域福祉リーダー研修

　　・開催日　平成30年2月8日
　　・参加者数　26名
　　・内容　「改正個人情報保護法の理解」

キ 地区社協合同研修会（年1回開催）

ク 地区社協活動実践発表大会
ケ 地区社協総務担当者意見交換会
コ 地区社協事業担当者意見交換会

（4）生活支援体制整備事業
ア 勉強会（年4回実施）
イ 地区別体験ワークショップ（年3回実施）
ウ 発足状況
　・中村　平成29年10月10日
　・落合　平成30年3月11日
　・大上　平成30年3月15日
エ 第一層協議体運営会議（年1回実施）
オ（仮称）第二層協議体意見交換会（年1回実施）
カ ささえあい井戸端会議の開催
　・寺尾南　毎月第3火曜日　午後3時
　・上土棚　毎月第2月曜日　午前10時
　・吉岡　　毎月第2木曜日　午後7時
　・中村　　毎月第2月曜日　午後7時
　・落合　　毎月第2日曜日　午前10時
　・小園　　毎月第3水曜日　午後7時
　・大上　　毎月第3木曜日　午後6時30分

5 助成事業

（1）地域福祉事業交付金（14自治会へ交付）
（2）福祉当事者団体等事業助成金

ア 福祉当事者団体助成金（6団体へ交付）
イ 小・中学校福祉推進事業（13校へ交付）

（3）福祉ボランティアグループ事業助成金（9グループへ交付）

6 援護事業

（1）法外緊急援護事業
　・給付件数　1件　　・緊急的支援件数　1件
（2）交通遺児激励事業

7 総合相談事業

（1）総合相談事業
ア 窓口相談
　・開設回数　随時
　・相談件数　299件
　・相談員数　事務局職員
イ 地域なんでも相談
　・開設場所　深谷大上ふれあいの家
　　　　　　　落合ふれあいの家
　　　　　　　寺尾南地区ボランティアセンターサロンなごみ
　・開設日　毎月1回　※各地区共通　　・相談件数　3件
ウ 福祉当事者相談
　・相談件数　15件

（2）生活応援事業
ア 生活応援事業
　・支援件数　5件　　・送付延べ件数　161件　　・協賛数　6件
　・協賛金額　200,000円
イ 生活応援事業運営委員会（年1回開催）

8 ボランティア振興事業

（1）ボランティアセンター運営事業
ア ボランティア相談
　・相談件数　210件
イ ボランティア講座
　・ボランティア入門講座
　・登録ボランティア研修会
ウ ボランティアさろん（年6回開催）
エ 綾瀬市ボランティア連絡協議会（ボラ連協）
　・定期総会　平成29年5月14日
　・定例会（年4回開催）
　・交流会（年2回開催）
　　・場所　綾瀬市立中央公民館
　　・参加者　286人（延べ人数）
　・研修会　平成30年2月16日
オ 青少年体験学習
　・参加者数　中学生16名　高校生等98名
　・参加校数　中学校５校　 高校等4校
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カ 行事用機材貸出事業（予約制）
キ 福祉教室
　・福祉教育連絡会
　・福祉教室
　・手話体験 24件
　・車いす体験 9件
　・点字体験 18件
　・誘導体験 1件
　・高齢者疑似体験　12件
　・サウンドテーブルテニス体験　6件
　・ボランティア講話　1件
　・視覚障がい者講話　2件
　・肢体不自由児者講話　3件

（2）災害ボランティアセンター活動事業
ア 綾瀬市災害ボランティアセンター設置運営訓練
　・実施日　平成30年3月17日　・参加者数　50名
イ 綾瀬発
　・釜石応援プロジェクト（通算18回延べ参加者数550名）
　　第1期　平成29年7月21日～23日
　　第2期　平成30年2月16日～30日

9 共同募金配分金事業

（1）共同募金配分金事業
　・交付数　2ヶ所
　・交付額　5万円/1ヶ所
（2）災害時あんしん袋配布事業
　・協賛　サントリービバレッジソリュー
　　　　　ション株式会社（水の無償提供）
　・協力　地区社協　　・配布数　1,286個

10 あんしんセンター事業

（1）日常生活自立支援事業
ア 契約締結者数
　・利用援助、管理サービス　42名　　・書類等預かりサービス　12名
　・上記両方契約　11名
イ 相談件数
　・問合せ件数　10件
　・契約者相談（新規含）1,706件
ウ 日常生活自立支援事業契約締結審査会の
　 開催（年5回開催）

（2）法人後見事業
ア 受任件数
　・後見　8件　・保佐　1件　・補助　1件
イ 法人後見審査会の開催（年1回開催）
ウ 綾瀬市成年後見連絡会（年1回開催）

（3）市民後見事業
ア 市民後見サポーター
イ 市民後見人養成講座（実践研修）
　・開催日　平成29年10月25日～12月13日（計8日間）
　・講座修了者　3名

11 資金貸付事業

（1）生活福祉資金貸付事業
ア 福祉資金・教育支援資金　・相談件数　76件
イ 緊急小口資金
　・相談件数　62件　・貸付件数　2件
ウ 総合支援資金
　・相談件数　3件
エ 不動産担保型生活資金
　・相談件数　3件

（2）簡易小口生活資金貸付事業
　・貸付件数16件　・償還件数　16件

12 基金運営事業

（1）福祉基金運営事業
　・寄託金件数　37件
　・寄託金額　1,143,949円
　・寄託品件数　16件
（2）各種基金運営事業

13 サービスセンター事業

（1）サービスセンター事業
　・男性料理教室　15名/全1回
（2）住民参加型生活支援事業

ア 登録者数
　・援助会員　11名　・利用会員　22名
イ 援助回数（年616回）

（3）住民参加型移動支援事業
ア 登録者数
　・援助会員　12名　・利用会員　46名
イ 運行回数（年704回）

（4）移送サービス受託事業
　・延べ利用者数　324名　・運行台数　2台
（5）車いす貸出事業
　・件数　128件
（6）ファミリーサポート受託事業
　　（29年度受託事業終了）

ア 登録者数
　・援助会員126名　・利用会員343名
イ 延べ利用回数
　・1,113回
ウ ふぁみさぽサロン（年1回開催）
エ 援助会員講習会（年2回開催）
オ 会報発行（年3回発行）
カ 援助会員おしゃべりサロン（年2回開催）
キ 援助会員フォローアップ研修（年1回開催）
ク つどい（年1回開催）
ケ 交流会（年1回開催）

14 居宅介護支援事業

居宅介護支援事業
・延べ利用者数　1,394名

15 訪問介護事業

（1）訪問介護事業
　・延べ利用者数　762名

（2）予防訪問介護事業
　・延べ利用者数　367名

16 障害者介護支援事業

（1）障害者介護支援事業
　・延べ利用者数　359名

（2）計画相談事業
　・利用者数　27名

Ⅱ 収益事業

1 売店事業

　売店事業

１ 収入　　　　　　　　　　　        （単位：円）

勘定科目 決算額
会費収入 9,091,595
寄附金収入 1,283,949
経常経費補助金収入 69,071,565
受託金収入 19,499,705
貸付事業収入 346,000
事業収入 4,504,950
負担金収入 276,500
介護保険事業収入 56,864,777
障害福祉サービス等事業収入 9,575,865
収益事業収入 34,175,391
受取利息配当金収入 435,481
その他の収入　　　　　　　　　　　　187,342
基金積立資産取崩収入 4,858,720
積立資産取崩収入 115,290
前年度繰越金 36,919,736

合　計 247,206,866

２ 支出　　　　　　　　　　　　　   （単位：円）

事業区分/拠点区分/サービス区分 決算額
社会福祉事業 180,603,641

事務局拠点 117,885,075
法人運営事業 76,071,473
調査・研究事業 223,981
広報・啓発事業 3,479,290
地域福祉推進事業 6,599,639
助成事業 3,817,700
援護事業 30,300
総合相談事業 132,212
ボランティア振興事業 4,547,185
共同募金配分金事業 564,812
あんしんセンター事業 13,168,922
資金貸付事業 2,755,103
基金運営事業 6,494,458

サービスセンター拠点 62,718,566
サービスセンター事業 7,467,868
居宅介護支援事業 15,769,135
訪問介護事業 32,856,472
障害者介護支援事業 6,625,091

　収益事業 31,350,125
売店拠点 31,350,125

売店事業 31,350,125
　次年度繰越金 35,253,100

合　計 247,206,866

平成29年度　収支決算総括表

※決算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。
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吉岡地区社協 寺尾南地区社協

現在、市内に 14箇所の地区社協が設置され、各地区社協ごと
に地域福祉活動推進のため、さまざまな活動を展開しています。
今回は、吉岡地区社協と寺尾南地区社協を紹介します。地区社協ニュース

7 月 10日（火）吉岡自治会館にて、吉岡地区在
住で「災害時避難行動要支援者」として登録をしてい
る方と吉岡地区老人クラブ（遊友クラブ・芝原老人ク
ラブ）との合同による昼食会を開催しました。当日は
54名の参加がありました。この合同食事会は、今年
度で4回目の開催ということもあり、参加者同士で
顔馴染みも増え、会話も弾んでいました。昼食後は、
市役所市民協働課の職員による「特殊詐欺（オレオレ
詐欺・還付金詐欺等）の被害にあわないために」をテー
マとした防犯講演やビンゴゲームを行い、楽しい時間
を過ごすことが出来ました。このほか、当地区社協で
は、5月に地区社協祭り（高齢者と子どものグラウン
ドゴルフ大会、地場産野菜の販売、模擬店）、6月に
はホタル鑑賞会等、また、地域における世代間交流事
業や高齢者を対象に健康と仲間づくりを目的としたピ
ンポン健康サロンを実施しています。ピンポン健康サ
ロンは、地区社協設立の翌年より開始したサロン事業
で、現在では年間70回以上実施しています。当地区
社協では、こうした様々な事業を通じて、吉岡住民の
新しいつながりをお手伝い出来ればと考えています。

　高齢者向けの成年後見制度の講座を開催しました

1.	開催日時：	平成30年 8月22日（水）
	 	 	 午前 10時より
2.	開催場所	：	寺尾南自治会館
3.	議　　題	：	成年後見制度を理解する
4.	講　　師	：	綾瀬市社会福祉協議会・綾瀬あんしん	
	 	 センター　寺井様

5.	参 加 者	：38名
6.	講演内容	：	成年後見制度には、法定後見制度と任
意後見制度があり、それぞれの仕組みやメリット
について紹介された。特に、健康で判断力のある
うちに、信頼できる後見人を決めておき、判断力
が低下した場合、自分の生活や生き方（自分の希望）
を後見人に託すことにより、判断力が低下しても
希望通りの生活や生き方が叶えられるメリットがあ
ります。心配のある方、この機会にご検討を。最
後に活発な質疑応答もあり有意義な講座でした。

約１時間の講義を熱心に聴講する参加者
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  　綾瀬市社会福祉協議会長表彰・感謝

〈表彰　社会福祉功労者・団体〉　（順不同・敬称略）

○庄司　幸枝
○井上　勝之
○岩井　勇夫
○河又　隆
○峰尾　捷子
○伊藤　寧彦
○秌場　里子
○狐塚　文子
○八木　修治
○人見　カツ子
○鈴木　正治
○根岸　尭子
○池亀　昇
○笠間　英博
○森町　浩治
○佐藤　允子
○小笠原　等
○中村　俊雄

〈感謝　社会福祉功労者〉（順不同・敬称略）

○高橋　ナミ子
○佐藤　政次
○見上　ふみ子

〈感謝　寄附寄託者・団体〉（順不同・敬称略）

○安田　法晃
○大澤　稔
○綾　輝子
○ベーカリーキッチンボナペティ
　綾瀬店お客様一同
○ドレーパー記念幼稚園

  　綾瀬市長表彰

〈表彰　社会福祉功労者・団体〉　（順不同・敬称略）

○小堺　禎子
○小林　喜美子
○及川　典子
○綾瀬マジック研究会
○綾南かっぱの会
○林　沙樹

○福島　義久
○落合　あい子
○大和田　光一
○山崎　敏浩
○渡辺　有治
○岩部　清子
○菅原　美智子
○綱島　好夫

○鳥越　銑之助
○森　まさ子
○池田　文江
○大塚　潮子
○傾聴ボランティア“響”
○演劇集団ほりごたつ /ゆたんぽ
○小園地区社会福祉協議会
○早川地区社会福祉協議会

○戸大建設工業株式会社
○国際ソロプチミストあやせ
○ハートライフクラブ綾瀬営業所
○ネッツトヨタ湘南株式会社
○油研工業株式会社

○小岩　昌子
○稲垣　美千子
○塩田　友紀
○中嶋　奈津美
○笠間　治一郎

平成30年度 綾瀬市社会福祉表彰式
9 月 23 日（日）綾瀬市オーエンス文化会館小ホールにおいて、綾瀬市と本会の共催により「綾瀬市

社会福祉表彰式」を開催しました。この表彰式は、多年にわたり社会福祉活動に功績が顕著な方や多額
の篤志をいただいた方などの栄誉をたたえるものです。
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ボランティアさろん 参加者募集
ボランティア同士の交流を持ちませんか！ボランティアに興味のある方もご参加ください！

　今年も、「赤い羽根共同募金」がスター
トしました。
　皆様にご協力いただいた共同募金は、

県内市内の福祉施設や地域福祉活
動、被災地支援に活用されています。
皆様の、温かいご支援、ご協力が「あ
りがとう」につながります。

14 時から 16 時まで開催していますので、その間で
あれば参加は自由です。

★脳トレコーナー
間違い探し、漢字、計算で脳をトレーニング
しましょう !

★談話コーナー
お茶を飲みながら交流できます !

★雑巾縫い・ボックス作成コーナー
雑巾を縫い、デコレーションした空き箱に
入れて福祉施設に寄付します !

★囲碁・将棋・トランプコーナー
囲碁や将棋など、お好きなもので楽しめます !

地 域 活 動 に 参 加 し ま せ ん か

ど
こ
で
も

興
味
の
あ
る

コ
ー
ナ
ー
に
参
加

で
き
ま
す
！

日　時 ：平成30年11月 7日（水）14時から16時まで
　　　 ：平成30年12月19日（水）14時から16時まで
 　平成31年  1月16日（水）14時から16時まで
場　所 ：保健福祉プラザ　1階　会議室
参加費 ：無料

問合せ先

	 あやせボランティアセンター
	 ☎7 0 - 3 2 10

福祉、防犯・防災、地域環境など、地域にはさまざまな課題があり、こうした地域

課題は、個人や家庭だけでは解決することが難しいものもあります。

誰もが「住み続けたい」と思える地域をつくるため、同じ地域に住む人たちが協力

しあい、さまざまな活動を通して解決することにより「地域力」も高まっていきます。

綾瀬市では、「自治会」「地区社会福祉協議会」が地域特性にあった活動を展開し、

住む人たちのつながりを強め、地域の生活を支えるため、自主的に様々な活動に取り

組んでいます。「自治会へ加入」「地区社会福祉協議会へ協力」するなど、地域活動に

参加し、みんなで力を合わせてよりよい地域をつくりましょう。

問合せ先

自治会関係　　　　　　：綾瀬市役所市民協働課　☎７０－５６４０
地区社会福祉協議会関係：綾瀬市社会福祉協議会　☎７７－８１６６

平成30年10月1日から12月31日まで
「ありがとう」につながります

「（赤い羽根）共同募金」運動が始まりました。

海老名市中央3-3-13-202
☎046-204-5482

どんな事でも、丁寧親切に対応します

健康保険適応

脳梗塞後遺症・パーキンソン・難病
寝たきり・在宅療養・介護施設入所の方

※要医師の同意書

初回無料体験

訪問マッサージ治療の

ご案内

広告

なんでもさろん
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平成30年度  社協会員会費募集の結果報告
社会福祉協議会では、市民の皆様（住民会員）や事業所等（特別賛助会員）に会員に加入し
ていただき、その会費を財源として福祉事業活動に取り組んでいます。
今年度も、市民の皆様や事業所等の皆様にご支援、ご協力をいただきました。また、特別賛
助会員の皆様を本会ホームページ（http://www.ayase-shakyo.or.jp/）でも、ご紹介してい
ます。皆様から寄せられました会費は、本会の福祉事業活動に有効に活用させていただきます。
今後とも、本会福祉事業にご理解とご協力をお願いいたします。

（株）ITイナイ
（有）青柳商店
アピオ（株）
（株）あやせ電気
綾瀬ロータリークラブ
綾瀬ライオンズクラブ
綾瀬春日ロータリークラブ
（一社）綾瀬市建設業協会
アヤセカタノ（株）
（学）綾瀬ゆたか幼稚園
綾瀬こばと幼稚園
綾瀬吉岡工業会
（社福）聖音会　綾瀬ホーム
（有）アヤセ建材店
（有）綾瀬石油商会
旭工業（有）
（有）飯室商店
（株）石山鉄筋
石橋油圧機器サービス（株）
（有）井上印刷所
（株）ウチヌキ
（有）宇留志商事
（株）エステック
蛯子社会保険労務士事務所
（株）栄和産業
（株）大久保土建
（有）大場工業所
（株）小田急スポーツサービス

（平成30年10月1日現在）

（社福）誠心福祉協会　おとぎ保育園
（有）オクモト工業
（有）笠間商店
片岡明会計事務所
桂測量設計（株）
神奈川日産自動車（株）綾瀬小園店
神奈川県家畜商業協同組合
（社福）唐池学園　唐池学園
（株）川熱
かながわ信用金庫
（株）加藤工務店
（株）ガステック
（有）北の台文具
木下工業（株）
（有）木村製作所
（有）協和商事
共栄フード（株）横浜工場
栗原興産（株）
（社福）三栄会　グループホームすずの家
（社福）誠心福祉協会　ケアハウス長寿
（株）啓愛社自動車部品事業部
（株）県央資源センター
（株）向隆
（株）高座豚手造りハム
（有）興伸典礼
（有）国分寺台ゴルフクラブ
（株）国分精工
国際ソロプチミストあやせ
（有）小菅自動車鈑金工業
（株）小林建業
（有）小林重機運輸
（株）小林鉄工
五社神社
（社福）聖音会　さがみ野ホーム
さがみ農業協同組合綾瀬支店
（株）佐々木機械土木
（有）佐藤製作所

サントリープロダクツ（株）神奈川綾瀬工場
（株）三興段ボール
サンライズ・ヴィラ綾瀬
シスター美容室
島田外科・内科
清水鉄建（株）
（有）湘南太陽熱工業
（学）湘央学園
湘南ドラム工業（株）
（有）湘南サービス
スギムラ化学工業（株）
（有）すずタイル工業
（社福）誠心福祉協会
（社福）泉正会　泉正園
（社福）唐池学園　貴志園
（株）タズミ
大法寺
茅ヶ崎工業（株）
長龍寺
東ソー（株）東京研究センター
東急リネンサプライ（株）相模工場
（社福）道志会　道志会老人ホーム
トーカイ・パッケージングシステム（株）
（株）栃原製作所
（株）鳶誠建設
トピー工業（株）綾瀬製造所
遁所道路（株）
（社福）唐池学園　ドルカスベビーホーム
（学）ドレーパー記念幼稚園
（株）ナウ産業
中島動物病院
ニイクラ電工（株）
西内ガラス店
（株）ニチゲン
（株）日章製作所
（株）ネエチア
（有）野末地所
野原技研（株）
（株）芳賀建設
（有）パレ・ド・モンパル
日立キャピタルコミュニティ（株）
（有）平子電設
広田学習教室
ビューティサロン　エンゼル
（社福）湘南児童福祉会　深谷保育園
（株）藤井工務店
（株）藤井建設

住民会費集計表         （単位：円）

自治会別 住民会費実績額

落合 694,790

中村 701,600

上深谷 469,400

蓼川 329,150

大上 674,400

寺尾南 489,000

寺尾綾北 467,150

寺尾北 416,120

寺尾天台 459,110

小園 606,700

早川　　 420,650

吉岡 316,000

綾西　 448,700

上土棚 912,450

合　計 7,405,220

平成 30 年度実績額  （単位：円）

会費区分 実績額

住民会費 7,405,220

構成会費 118,000

特別賛助会費
（企業・商店及び団体）

1,165,000

特別賛助会費（個人） 10,000

合　計 8,698,220

（株）藤井建材
（有）双葉精機製作所
ヘアーサロン　タカハシ
報恩寺
（有）細谷自動車修理工場
松村鋼機（株）
見上興産（有）
（株）巳作電設
（有）峰建設
嶺商事（有）
峰寿し
（有）宮内商店
（株）メイコー
明電ケミカル（株）
（医社）慈広会		介護老人保健施設メイプル
望月澄江住宅（株）
（社福）千寿会　杜の郷
ヤサカ工業（株）
（医社）慈広会　矢崎胃腸外科
柳沢労務事務所
（有）山本産業
山田花園
油研工業（株）
横浜三協（株）
（社福）唐池学園　吉岡保育園
（有）吉川倉庫
（有）綾南石油
（有）綾北電業社
蓮光寺
礼正寺
（有）若菜工務店
（株）ワメイ
ＮＰＯ法人はあとけあ
（株）ロピア
創価学会相模原中央文化会館
八木時雄税理士事務所
藤和マッサージ

三家本　登

　特別賛助会員加入企業・商店及び団体　（敬称略・順不同）

　特別賛助会員加入個人　

（敬称略・順不同）

ご協力ありがとう
ございました
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市民の福祉・生活相談に応じるとともに、さまざまな生活援助や福祉サービ
スに結びつけるために、福祉に関する総合相談事業を実施しています。
お気軽にご相談ください。

物品７件
シャインミュージック	綾輝子
（有）青柳商店	
あやせ災害ボランティアネットワーク
東京キリンビバレッジサービス大和支店
笠間裕三
（株）ファイアート神奈川
（株）トラストホーム

善 意 の 灯
平成 30 年 6 月1日から
9 月 30 日まで  （敬称略 : 順不同）

地域なんでも相談
市民の方が身近な場所で、心配ごとを相談していた
だけます。相談には、本会職員が対応いたします。

相談時間：10時から11時30分まで（共通）

● 大 上 地 区：毎月第一木曜日　☎ 77-0125
	 場所：深谷大上ふれあいの家（綾瀬市大上8-23-35）

● 落 合 地 区：毎月第二水曜日　☎ 77-2333
	 場所：落合ふれあいの家（綾瀬市落合南1-3-33）

● 寺尾南地区 :毎月第三金曜日　☎ 070-5070-1532
	 場所：寺尾南地区社協ボランティアセンターサロンなごみ
	 （綾瀬市寺尾釜田 2-17-31　KMビル102）

福祉当事者相談
障がい・介護のことでお悩みの方
市内で活動する当事者（車いす利用者や介護経験者）
が相談員としてお話をお聞きします。お気軽にご相
談ください。

※お電話にて随時受付しています。

相談員
●車いす利用者（西

にしかわ

川	和
かず お

朗　☎76-7026）

●介 護 経 験 者（渡
わたべ

部	庸
よう こ

子　☎78-4434）

福祉相談案内		総合相談事業のご案内

寄付金８件　242,849 円
油研工業（株）
ベーカリーキッチンボナペティ綾瀬店お客様一同
綾瀬チャリティーフラの集い
時田建設（株）
高部酒店お客様一同
吉澤　肇
匿名　２件

広報紙「社協あやせ」への掲載広告募集
本会では、年 4 回発行している「社協あやせ」の紙面に、企業や商店等の宣伝・広告掲載希望者を募集します。

※詳細については、本会事務局（電話 77-8166）まで問合せ・ご相談ください。

次の方々から寄付がありましたので、ご報告いたします。

名刺
株式会社 栄和産業

再注文
割引有り

セット 枚

￥ ～ 税抜き

重度知的障碍者の職域拡大の為

名刺作り始めました。

綾瀬市吉岡東

あらゆるデザインに柔軟な対応をいたします！
※お礼状の作成を承っております。

寄付者の皆さま、まことにありがとうございました。

社会福祉のために役立たせていただきます。

〒252-1111
神奈川県綾瀬市上土棚北 4-9-20
TEL （0467）77-5153 ㈹ 
FAX （0467）77-4799
http://www.nichigen.co.jp

〒252-1111
神奈川県綾瀬市上土棚北 4-9-20
TEL （0467）77-5153 ㈹ 
FAX （0467）77-4799
http://www.nichigen.co.jp

●印刷全般・製本・加工
●企画・編集・デザイン
●名刺・封筒印刷

あ な た の 街 の 印 刷 屋

●コピーサービス
●カラーオンデマンド印刷
●大判カラー・モノクロ出力

印刷・デザイン・プランニング・コピー

年賀状印刷
受付中！！

（12/21まで）

広告 広告


